
届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 3月 1日 救命救急入院料１　医科］ 平成30年 3月28日      1

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    10411736  学校法人東京女子医科〒276-8524 一般       498（救１）第12号            平成30年 2月 1日
     (0431841  ) 大学　東京女子医科大八千代市大和田新田４７７－９６ 加減算区分:加算あり
     学附属八千代医療セン047-450-6000  (047-458-7058) 当該治療室の病床数：6床
     ター １床当たりの床面積：21.39㎡
     救命救急センターに係る事項：
     充実段階がＡである
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    20610634  帝京大学ちば総合医療〒299-0111 一般       475（救１）第13号            平成29年 9月 1日
     (0632240  ) センター 市原市姉崎３４２６‐３ 当該治療室の病床数：12床
     0436-62-1211  (0436-61-4773) １床当たりの床面積：4.1㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    32416527  松戸市立総合医療セン〒270-2296 一般 （救１）第14号            平成29年12月27日
     (2435824  ) ター 松戸市千駄堀９９３－１ 　　一般   592 加減算区分:加算あり
     047-712-2511  (047-712-2512) 一般（感染） 当該治療室の病床数：16床
     　　感染     8 １床当たりの床面積：9.97㎡
     救命救急センターに係る事項：
     充実段階がＡである
     当該保険医療機関内に専任の小
     児科医が常時配置されている
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    42811214  船橋市立医療センター〒273-0853 一般       449（救１）第8号             平成27年 3月 1日
     (2836252  ) 船橋市金杉１‐２１‐１ 当該治療室の病床数：7床
     0474-38-3321  (047-438-7323) １床当たりの床面積：19.74㎡
     救命救急センターに係る事項：
     充実段階がＡである
     当該保険医療機関内に専任の小
     児科医が常時配置されている
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    53910221  医療法人鉄蕉会　亀田〒296-0041 一般       865（救１）第11号            平成26年 6月 1日
     (3930120  ) 総合病院 鴨川市東町９２９ 精神        52 加減算区分:加算あり
     04-7092-2211  (04-7099-1105) 当該治療室の病床数：36床
     １床当たりの床面積：11.25㎡
     救命救急センターに係る事項：
     充実段階がＡである
     当該保険医療機関内に専任の小
     児科医が常時配置されている
     加減算区分:加算あり
     当該治療室の病床数：6床
     １床当たりの床面積：15.4㎡
     救命救急センターに係る事項：
     充実段階がＡである
     当該保険医療機関内に専任の小
     児科医が常時配置されている
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 3月 1日 救命救急入院料１　医科］ 平成30年 3月28日      2

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    64111134  日本医科大学千葉北総〒270-1694 一般       600（救１）第5号             平成27年10月 1日
     (4131124  ) 病院 印西市鎌苅１７１５ 当該治療室の病床数：24床
     0476-99-1111  (0476-99-1911) １床当たりの床面積：9.04㎡
     救命救急センターに係る事項：
     充実段階がＡである
     当該保険医療機関内に広範囲熱
     傷特定集中治療を担当する常勤
     の医師が勤務している
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 3月 1日 救命救急入院料２　医科］ 平成30年 3月28日      3

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    10113274  千葉県救急医療センタ〒261-0012 一般       100（救２）第2号             平成28年10月 1日
     ー 千葉市美浜区磯辺３‐３２‐１ 加減算区分:加算あり
     043-279-2211  (043-279-0193) 当該治療室の病床数：10床
     １床当たりの床面積：18.24㎡
     救命救急センターに係る事項：
     高度救命救急センターである
     救命救急センターに係る事項：
     充実段階がＡである
     加減算区分:加算あり
     当該治療室の病床数：8床
     １床当たりの床面積：41.4㎡
     救命救急センターに係る事項：
     高度救命救急センターである
     救命救急センターに係る事項：
     充実段階がＡである
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    22110914  東京慈恵会医科大学附〒277-8567 一般       664（救２）第4号             平成28年10月 1日
     属柏病院 柏市柏下１６３－１ 加減算区分:加算あり
     04-7164-1111  (04-7166-9374) 当該治療室の病床数：6床
     １床当たりの床面積：17.7㎡
     救命救急センターに係る事項：
     充実段階がＡである
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    32811214  船橋市立医療センター〒273-0853 一般       449（救２）第3号             平成28年 9月 1日
     (2836252  ) 船橋市金杉１‐２１‐１ 加減算区分:加算あり
     0474-38-3321  (047-438-7323) 当該治療室の病床数：8床
     １床当たりの床面積：19.12㎡
     救命救急センターに係る事項：
     充実段階がＡである
     当該保険医療機関内に専任の小
     児科医が常時配置されている
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 3月 1日 救命救急入院料３　医科］ 平成30年 3月28日      4

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    10113274  千葉県救急医療センタ〒261-0012 一般       100（救３）第7号             平成25年 8月 1日
     ー 千葉市美浜区磯辺３‐３２‐１ 加減算区分:加算あり
     043-279-2211  (043-279-0193) 当該治療室の病床数：22床
     １床当たりの床面積：10.9㎡
     救命救急センターに係る事項：
     高度救命救急センターである
     救命救急センターに係る事項：
     充実段階がＡである
     当該保険医療機関内に広範囲熱
     傷特定集中治療を担当する常勤
     の医師が勤務している
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    21010149  国保直営総合病院　君〒292-0822 一般       637（救３）第4号             平成24年 4月 1日
     (1010149  ) 津中央病院 木更津市桜井１０１０ 結核        18 加減算区分:加算あり
     0438-36-1071  一般（感染） 当該治療室の病床数：16床
                  6 １床当たりの床面積：10.82㎡
     救命救急センターに係る事項：
     充実段階がＡである
     当該保険医療機関内に広範囲熱
     傷特定集中治療を担当する常勤
     の医師が勤務している
     当該保険医療機関内に専任の小
     児科医が常時配置されている
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    31411255  総合病院国保旭中央病〒289-2511 一般       763（救３）第9号             平成28年 4月 1日
     (1431196  ) 院 旭市イの１３２６ 精神       220 加減算区分:加算あり
     0479-63-8111  (0479-62-5899) 一般（感染） 当該治療室の病床数：30床
                  6 １床当たりの床面積：18.72㎡
     救命救急センターに係る事項：
     充実段階がＡである
     当該保険医療機関内に広範囲熱
     傷特定集中治療を担当する常勤
     の医師が勤務している
     当該保険医療機関内に専任の小
     児科医が常時配置されている
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    44310041  日本赤十字社　成田赤〒286-8523 一般       666（救３）第6号             平成25年 4月 1日
     (4330890  ) 十字病院 成田市飯田町９０－１ 精神        50 加減算区分:加算あり
     0476-22-2311  (0476-22-2853) 当該治療室の病床数：24床
     １床当たりの床面積：10.42㎡
     救命救急センターに係る事項：
     充実段階がＡである
     当該保険医療機関内に広範囲熱
     傷特定集中治療を担当する常勤
     の医師が勤務している
     当該保険医療機関内に専任の小
     児科医が常時配置されている



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 3月 1日 救命救急入院料４　医科］ 平成30年 3月28日      5

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    10113274  千葉県救急医療センタ〒261-0012 一般       100（救４）第4号             平成28年10月 1日
     ー 千葉市美浜区磯辺３‐３２‐１ 加減算区分:加算あり
     043-279-2211  (043-279-0193) 当該治療室の病床数：2床
     １床当たりの床面積：24.8㎡
     救命救急センターに係る事項：
     高度救命救急センターである
     救命救急センターに係る事項：
     充実段階がＡである
     当該保険医療機関内に広範囲熱
     傷特定集中治療を担当する常勤
     の医師が勤務している
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    21010149  国保直営総合病院　君〒292-0822 一般       637（救４）第3号             平成28年10月 1日
     (1010149  ) 津中央病院 木更津市桜井１０１０ 結核        18 加減算区分:加算あり
     0438-36-1071  一般（感染） 当該治療室の病床数：18床
                  6 １床当たりの床面積：21.08㎡
     救命救急センターに係る事項：
     充実段階がＡである
     当該保険医療機関内に広範囲熱
     傷特定集中治療を担当する常勤
     の医師が勤務している
     当該保険医療機関内に専任の小
     児科医が常時配置されている
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    31910363  学校法人順天堂　順天〒279-0021 一般       785（救４）第1号             平成28年10月 1日
     堂大学医学部附属浦安浦安市富岡２‐１‐１ 加減算区分:加算あり
     病院 047-353-3111  (047-353-3138) 当該治療室の病床数：15床
     １床当たりの床面積：15.44㎡
     救命救急センターに係る事項：
     充実段階がＡである
     当該保険医療機関内に広範囲熱
     傷特定集中治療を担当する常勤
     の医師が勤務している
     当該保険医療機関内に専任の小
     児科医が常時配置されている
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    42416527  松戸市立総合医療セン〒270-2296 一般 （救４）第9号             平成29年12月27日
     (2435824  ) ター 松戸市千駄堀９９３－１ 　　一般   592 加減算区分:加算あり
     047-712-2511  (047-712-2512) 一般（感染） 当該治療室の病床数：16床
     　　感染     8 １床当たりの床面積：19.87㎡
     救命救急センターに係る事項：
     充実段階がＡである
     当該保険医療機関内に広範囲熱
     傷特定集中治療を担当する常勤
     の医師が勤務している
     当該保険医療機関内に専任の小
     児科医が常時配置されている



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 3月 1日 救命救急入院料４　医科］ 平成30年 3月28日      6

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    54111134  日本医科大学千葉北総〒270-1694 一般       600（救４）第7号             平成28年10月 1日
     (4131124  ) 病院 印西市鎌苅１７１５ 当該治療室の病床数：8床
     0476-99-1111  (0476-99-1911) １床当たりの床面積：16.72㎡
     救命救急センターに係る事項：
     充実段階がＡである
     当該保険医療機関内に広範囲熱
     傷特定集中治療を担当する常勤
     の医師が勤務している
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    64310041  日本赤十字社　成田赤〒286-8523 一般       666（救４）第8号             平成28年 8月 1日
     (4330890  ) 十字病院 成田市飯田町９０－１ 精神        50 加減算区分:加算あり
     0476-22-2311  (0476-22-2853) 当該治療室の病床数：8床
     １床当たりの床面積：19.21㎡
     救命救急センターに係る事項：
     充実段階がＡである
     当該保険医療機関内に広範囲熱
     傷特定集中治療を担当する常勤
     の医師が勤務している
     当該保険医療機関内に専任の小
     児科医が常時配置されている
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 3月 1日 特定集中治療室管理料１　医科］ 平成30年 3月28日      7

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    10411736  学校法人東京女子医科〒276-8524 一般       498（集１）第1号             平成28年10月 1日
     (0431841  ) 大学　東京女子医科大八千代市大和田新田４７７－９６ １床当たりの床面積：24.35㎡
     学附属八千代医療セン047-450-6000  (047-458-7058) 当該保険医療機関内に専任の小
     ター 児科医が常時配置されている
     病床数：4床
     治療室名：ＰＩＣＵ
     １床当たりの床面積：28.7㎡
     当該保険医療機関内に専任の小
     児科医が常時配置されている
     病床数：12床
     治療室名：ＩＣＵ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    21911981  公益社団法人地域医療〒279-0001 一般       340（集１）第2号             平成28年 9月 1日
     振興協会　東京ベイ・浦安市当代島３－４－３２ 一般（感染） １床当たりの床面積：22.5㎡
     浦安市川医療センター047-351-3101  (047-352-6237)              4 病床数：18床
     治療室名：特定集中治療室
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 3月 1日 特定集中治療室管理料２　医科］ 平成30年 3月28日      8

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    13910221  医療法人鉄蕉会　亀田〒296-0041 一般       865（集２）第1号             平成28年10月 1日
     (3930120  ) 総合病院 鴨川市東町９２９ 精神        52 １床当たりの床面積：29.14㎡
     04-7092-2211  (04-7099-1105) 当該保険医療機関内に広範囲熱
     傷特定集中治療を担当する常勤
     の医師が勤務している
     当該保険医療機関内に専任の小
     児科医が常時配置されている
     病床数：14床
     治療室名：A2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 3月 1日 特定集中治療室管理料３　医科］ 平成30年 3月28日      9

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    10113191  千葉県こども病院 〒266-0007 一般       224（集３）第11号            平成28年 9月 1日
     (0133215  ) 千葉市緑区辺田町５７９－１ １床当たりの床面積：17.74㎡
     043-292-2111  (043-292-3815) 当該保険医療機関内に専任の小
     児科医が常時配置されている
     病床数：9床
     治療室名：ICU
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    20118687  千葉市　千葉市立青葉〒260-0852 一般       314（集３）第62号            平成29年 5月 1日
     (0138107  ) 病院 千葉市中央区青葉町１２７３－２精神        60 １床当たりの床面積：32.3㎡
     043-227-1131  一般（感染） 病床数：4床
                  6 治療室名：ＩＣＵ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    30123091  医療法人社団誠馨会　〒260-0842 一般       315（集３）第82号            平成28年 4月 1日
     (0160960  ) 千葉メディカルセンタ千葉市中央区南町１－７－１ １床当たりの床面積：15.7㎡
     ー 043-261-5111  (043-261-2305) 病床数：12床
     治療室名：ＩＣＵ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    40210971  社会福祉法人恩賜財団〒275-8580 一般       400（集３）第67号            平成28年10月 1日
     (0231233  ) 　済生会　支部千葉県習志野市泉町１－１－１ １床当たりの床面積：17.7㎡
     済生会　千葉県済生会047-473-1281  (047-478-6601) 病床数：6床
     　習志野病院 治療室名：３階東病棟
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    50610147  独立行政法人　労働者〒290-0003 一般       400（集３）第80号            平成28年 9月 1日
     (0610147  ) 健康安全機構　千葉労市原市辰巳台東２‐１６ １床当たりの床面積：16.22㎡
     災病院 0436-74-1111  (0436-74-1151) 病床数：8床
     治療室名：特定集中治療室
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    60610162  千葉県循環器病センタ〒290-0512 一般       220（集３）第23号            平成28年10月 1日
     (0610071  ) ー 市原市鶴舞５７５ １床当たりの床面積：17.3㎡
     0436-88-3111  (0436-88-3032) 病床数：20床
     治療室名：ICU
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    70810630  東千葉メディカルセン〒283-8686 一般       314（集３）第86号            平成29年10月 1日
     (0830596  ) ター 東金市丘山台３－６－２ １床当たりの床面積：19.11㎡
     0475-50-1199  (0475-50-1356)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    82010304  医療法人社団　圭春会〒278-0004 一般       350（集３）第73号            平成28年 9月 1日
     　小張総合病院 野田市横内２９－１ １床当たりの床面積：18.33㎡
     04-7124-6666  (04-7124-6764) 病床数：6床
     治療室名：ＩＣＵ室
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    92412484  社会医療法人社団木下〒270-2251 一般       608（集３）第29号            平成28年 6月 1日
     (2433845  ) 会　千葉西総合病院 松戸市金ケ作１０７－１ １床当たりの床面積：26.77㎡
     047-384-8111  (047-384-9403) 病床数：24床
     治療室名：ICU
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 3月 1日 特定集中治療室管理料３　医科］ 平成30年 3月28日     10

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   102415743  医療法人社団誠馨会　〒270-2232 一般 （集３）第79号            平成28年10月 1日
     新東京病院 松戸市和名ケ谷１２７１ 　　一般   396 １床当たりの床面積：34.17㎡
     047-711-8700  病床数：20床
     治療室名：ICU
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   112416527  松戸市立総合医療セン〒270-2296 一般 （集３）第87号            平成29年12月27日
     (2435824  ) ター 松戸市千駄堀９９３－１ 　　一般   592 １床当たりの床面積：27.7㎡
     047-712-2511  (047-712-2512) 一般（感染） 当該保険医療機関内に専任の小
     　　感染     8 児科医が常時配置されている
     治療室名：４階小児病棟内治療
     室
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   122610889  社会医療法人社団木下〒273-0121 一般       306（集３）第75号            平成28年 6月 1日
     (2631323  ) 会鎌ケ谷総合病院 鎌ケ谷市初富９２９－６ １床当たりの床面積：29.9㎡
     047-498-8111  (047-498-5050) 病床数：8床
     治療室名：ＩＣＵ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   132712404  東京歯科大学市川総合〒272-0824 一般       570（集３）第72号            平成29年 7月 1日
     (2732451  ) 病院 市川市菅野５‐１１‐１３ １床当たりの床面積：20.57㎡
     0473-22-0151  病床数：6床
     治療室名：ＩＣＵ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   142814945  医療法人社団誠馨会　〒274-0053 一般       292（集３）第65号            平成28年10月 1日
     (2835296  ) セコメディック病院 船橋市豊富町６９６－１ １床当たりの床面積：16.5㎡
     047-457-9900  (047-457-9901) 病床数：7床
     治療室名：ICU
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   152817187  医療法人沖縄徳洲会　〒274-8503 一般 （集３）第84号            平成29年 1月 1日
     千葉徳洲会病院 船橋市高根台２－１１－１ 　　一般   391 １床当たりの床面積：32.44㎡
     047-466-7111  (047-464-6322) 病床数：6床
     治療室名：ICU
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   164210639  学校法人東邦大学　東〒285-8741 一般       451（集３）第13号            平成28年 9月 1日
     邦大学医療センター佐佐倉市下志津５６４－１ １床当たりの床面積：16.42㎡
     倉病院 043-462-8811  (043-462-8820) 病床数：8床
     治療室名：ICU
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   179110016  独立行政法人国立病院〒260-8606 一般       410（集３）第31号            平成28年12月 1日
     (9110016  ) 機構　千葉医療センタ千葉市中央区椿森４－１－２ 精神        45 １床当たりの床面積：20㎡
     ー 043-251-5311  (043-255-1675) 病床数：8床
     治療室名：ICU
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 3月 1日 特定集中治療室管理料４　医科］ 平成30年 3月28日     11

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    10610634  帝京大学ちば総合医療〒299-0111 一般       475（集４）第2号             平成29年 9月 1日
     (0632240  ) センター 市原市姉崎３４２６‐３ １床当たりの床面積：34.8㎡
     0436-62-1211  (0436-61-4773) 当該保険医療機関内に広範囲熱
     傷特定集中治療を担当する常勤
     の医師が勤務している
     病床数：8床
     治療室名：ICU
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    21411255  総合病院国保旭中央病〒289-2511 一般       763（集４）第9号             平成28年 9月 1日
     (1431196  ) 院 旭市イの１３２６ 精神       220 １床当たりの床面積：21.2㎡
     0479-63-8111  (0479-62-5899) 一般（感染） 当該保険医療機関内に広範囲熱
                  6 傷特定集中治療を担当する常勤
     の医師が勤務している
     当該保険医療機関内に専任の小
     児科医が常時配置されている
     病床数：4床
     治療室名：ＩＣＵ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    31910363  学校法人順天堂　順天〒279-0021 一般       785（集４）第1号             平成28年10月 1日
     堂大学医学部附属浦安浦安市富岡２‐１‐１ １床当たりの床面積：15.78㎡
     病院 047-353-3111  (047-353-3138) 当該保険医療機関内に広範囲熱
     傷特定集中治療を担当する常勤
     の医師が勤務している
     当該保険医療機関内に専任の小
     児科医が常時配置されている
     病床数：6床
     治療室名：集中治療室
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    42110914  東京慈恵会医科大学附〒277-8567 一般       664（集４）第8号             平成28年10月 1日
     属柏病院 柏市柏下１６３－１ １床当たりの床面積：22.09㎡
     04-7164-1111  (04-7166-9374) 当該保険医療機関内に広範囲熱
     傷特定集中治療を担当する常勤
     の医師が勤務している
     当該保険医療機関内に専任の小
     児科医が常時配置されている
     病床数：14床
     治療室名：ICU
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    54111134  日本医科大学千葉北総〒270-1694 一般       600（集４）第3号             平成28年10月 1日
     (4131124  ) 病院 印西市鎌苅１７１５ １床当たりの床面積：16.72㎡
     0476-99-1111  (0476-99-1911) 当該保険医療機関内に広範囲熱
     傷特定集中治療を担当する常勤
     の医師が勤務している
     病床数：8床
     治療室名：集中治療室
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 3月 1日 特定集中治療室管理料４　医科］ 平成30年 3月28日     12

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    69210014  国立大学法人　千葉大〒260-0856 一般       800（集４）第5号             平成28年10月 1日
     (9210014  ) 学医学部附属病院 千葉市中央区亥鼻１‐８‐１ 精神        45 １床当たりの床面積：17.03㎡
     043-222-7171  (043-226-2648) 一般（感染） 当該保険医療機関内に広範囲熱
                  5 傷特定集中治療を担当する常勤
     の医師が勤務している
     当該保険医療機関内に専任の小
     児科医が常時配置されている
     病床数：22床
     治療室名：ＩＣＵ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 3月 1日 ハイケアユニット入院医療管理料１　医科］ 平成30年 3月28日     13

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    10110635  独立行政法人地域医療〒260-0801 一般       199（ハイケア１）第27号      平成29年 8月 1日
     機能推進機構　千葉病千葉市中央区仁戸名町６８２ 当該治療室の病床数:4床
     院 043-261-2211  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    20112524  千葉市立海浜病院 〒261-0012 一般       293（ハイケア１）第22号      平成28年 8月 1日
     千葉市美浜区磯辺３－３１－１ 当該治療室の病床数:14床
     043-277-7711  (043-278-7482)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    30114728  医療法人社団誠馨会　〒264-0017 一般       272（ハイケア１）第26号      平成29年 7月 1日
     千葉中央メディカルセ千葉市若葉区加曽利町１８３５－ 当該治療室の病床数:7床
     ンター １
     043-232-3691  (043-232-9100)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    40210518  医療法人社団愛友会　〒275-0026 一般       300（ハイケア１）第20号      平成28年 6月 1日
     津田沼中央総合病院 習志野市谷津１－９－１７ 当該治療室の病床数:15床
     047-476-5111  (047-476-5184)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    51911981  公益社団法人地域医療〒279-0001 一般       340（ハイケア１）第8号       平成28年 9月 1日
     振興協会　東京ベイ・浦安市当代島３－４－３２ 一般（感染） 当該治療室の病床数:12床
     浦安市川医療センター047-351-3101  (047-352-6237)              4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    62010304  医療法人社団　圭春会〒278-0004 一般       350（ハイケア１）第24号      平成29年 1月 1日
     　小張総合病院 野田市横内２９－１ 当該治療室の病床数:4床
     04-7124-6666  (04-7124-6764) 当該治療室の病床数:4床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    72110914  東京慈恵会医科大学附〒277-8567 一般       664（ハイケア１）第23号      平成28年11月 1日
     属柏病院 柏市柏下１６３－１ 当該治療室の病床数:4床
     04-7164-1111  (04-7166-9374)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    82111482  社会医療法人社団蛍水〒277-0032 一般       247（ハイケア１）第7号       平成26年 6月 1日
     会　名戸ヶ谷病院 柏市名戸ケ谷６８７－４ 当該治療室の病床数:12床
     04-7167-8336  (04-7163-7433)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    92114866  医療法人社団協友会　〒277-0862 一般 （ハイケア１）第16号      平成27年11月 1日
     (2134666  ) 柏厚生総合病院 柏市篠籠田６１７ 　　一般   318 当該治療室の病床数:8床
     04-7145-1111  (04-7145-1112)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   102311603  医療法人財団　東京勤〒270-0153 一般       330（ハイケア１）第19号      平成28年 5月 1日
     労者医療会　東葛病院流山市中１０２－１（運Ｂ１４０療養        36 当該治療室の病床数:8床
     街区９）
     04-7159-1011  (04-7158-9202)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   112410389  医療法人財団明理会　〒270-0034 一般       333（ハイケア１）第29号      平成30年 2月 1日
     新松戸中央総合病院 松戸市新松戸１－３８０ 当該治療室の病床数:15床
     047-345-1111  (047-343-7363)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 3月 1日 ハイケアユニット入院医療管理料１　医科］ 平成30年 3月28日     14

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   122415743  医療法人社団誠馨会　〒270-2232 一般 （ハイケア１）第9号       平成26年10月 1日
     新東京病院 松戸市和名ケ谷１２７１ 　　一般   396 当該治療室の病床数:14床
     047-711-8700  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   132416527  松戸市立総合医療セン〒270-2296 一般 （ハイケア１）第28号      平成29年12月27日
     (2435824  ) ター 松戸市千駄堀９９３－１ 　　一般   592 当該治療室の病床数:12床
     047-712-2511  (047-712-2512) 一般（感染）
     　　感染     8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   142610889  社会医療法人社団木下〒273-0121 一般       306（ハイケア１）第6号       平成26年 6月 1日
     (2631323  ) 会鎌ケ谷総合病院 鎌ケ谷市初富９２９－６ 当該治療室の病床数:8床
     047-498-8111  (047-498-5050)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   152712404  東京歯科大学市川総合〒272-0824 一般       570（ハイケア１）第5号       平成26年 4月 1日
     (2732451  ) 病院 市川市菅野５‐１１‐１３ 当該治療室の病床数:6床
     0473-22-0151  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   162716249  医療法人財団　明理会〒272-0103 一般       307（ハイケア１）第14号      平成27年 9月 1日
     　行徳総合病院 市川市本行徳５５２５－２ 当該治療室の病床数:6床
     047-395-1151  (047-399-2422) 当該治療室の病床数:12床
     当該治療室の病床数:10床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   173910221  医療法人鉄蕉会　亀田〒296-0041 一般       865（ハイケア１）第11号      平成26年10月 1日
     (3930120  ) 総合病院 鴨川市東町９２９ 精神        52 当該治療室の病床数:8床
     04-7092-2211  (04-7099-1105)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   184810438  医療法人徳洲会　成田〒286-0201 一般       285（ハイケア１）第25号      平成29年 4月 1日
     富里徳洲会病院 富里市日吉台１－１－１ 当該治療室の病床数:8床
     0476-93-1001  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 3月 1日 ハイケアユニット入院医療管理料２　医科］ 平成30年 3月28日     15

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    10118687  千葉市　千葉市立青葉〒260-0852 一般       314（ハイケア２）第25号      平成29年 1月 1日
     (0138107  ) 病院 千葉市中央区青葉町１２７３－２精神        60 当該治療室の病床数:11床
     043-227-1131  一般（感染）
                  6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    22810943  社会医療法人社団千葉〒274-0805 一般       232（ハイケア２）第23号      平成28年10月 1日
     県勤労者医療協会　船船橋市二和東５‐１‐１ 療養        47 当該治療室の病床数:5床
     橋二和病院 047-448-7111  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    33910221  医療法人鉄蕉会　亀田〒296-0041 一般       865（ハイケア２）第4号       平成26年10月 1日
     (3930120  ) 総合病院 鴨川市東町９２９ 精神        52 当該治療室の病床数:8床
     04-7092-2211  (04-7099-1105) 当該治療室の病床数:8床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


